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（様式１） 

 

平成２９年８月３０日 

 

宮津市議会議長 松 浦 登美義  様 

 

会 派 名  自民党 宮津新生会   

代表者名  德  本  良  孝        

 

政務活動費 調査研究(視察)報告書 

 

１ 視察年月日   平成２９年７月２４日（月）～７月２６日（水） 

 

２ 視察先･項目   ① 大分県豊後大野市 

・ケーブルテレビ網整備事業について 

・市民チャンネル・市内無料電話・音声告知放送について 

 

② 熊本県上天草市  

・上天草市企業説明会について 

 

③ 熊本県産業技術センター 

・CAS 機能付き急速冷凍施設について 

            

           ④ 道の駅 清和文楽邑（熊本県山都町） 

            ・物販機能と集客施設等について 

 

 

３ 参加者氏名     德本良孝、安達 稔、谷口喜弘   以上３名 

 

４ 経 費    ２４１，８４２円（８０，６１４円／１人あたり） 
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（様式２） 

政務活動費 調査研究(視察)報告書 

 

  ７月２４日（月） 大分県豊後大野市 (面積：603.14 k㎡、人口：37,216人) 

 

視察項目 ・ケーブルテレビ網整備事業及び事業手法等について 

・市民チャンネル・市内無料電話・音声告知放送について 

 

 

１ 視察目的・内容 

◎視察目的  

宮津市は過疎化・高齢化が進み、防災無線及び緊急時の連絡網不備が市民生活に与

える影響を考える時に、緊急連絡網等整備が喫緊の課題と考えるので、具体の整備状

況等を視察研修する。 

 

 ◎視察内容 

豊後大野市から、佐藤情報推進課長、清水情報推進課ケーブルテレビ管理係長、他

ケーブルテレビセンター担当職員の出席の下、現地で詳細説明を受けた。 

緊急連絡網等の具体的な整備状況等を視察研修する必要があると考え、中山間地の

面積を多く含む地勢状況と光ケーブル等の

インターネット環境を勘案し、本市と地勢

状況等の類似点が多く当該放送網整備の状

況を考慮し、豊後大野市において視察研修

した。 

豊後大野市高速情報通信網整備事業は、

市内全域を実施対象地域とし、平成２１年

度～２３年度はケーブルテレビ整備事業と

してセンター施設整備工事や伝送路整備工

事を実施され、平成２２年度～２３年度に

は音声告知放送・市内無料電話整備事業を

実施された。 

市が抱える情報通信分野での諸課題を総

合的に解決するために、高速情報通信網（光

ファイバーケーブル網）を整備し、ケーブ

ルテレビシステムを構築された。 

この事業実施により「防災、福祉等の各

種行政サービス」の充実、商業や産業の振興、ブロードバンド環境の整備、地上デジ

タルテレビ放送への対応など市民の「安心・安全の確保」や地域の振興に活かしなが

ら、市民生活の向上を図られている。 

具体的な事業手法は通信用・放送用にそれぞれ別の光ファイバー芯線を割り当てて
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引き込む「ＦＴＴＨ型ケーブルテレビ施設」方式で、データ通信はＧＥ－ＰＯＮ方式

で整備され、ケーブルテレビセンターと５中継局で市全域をカバーしている。 

    

 

２ 考察・検証・成果等 

 【德本良孝】 

宮津市の地勢条件や各地区別のインフラ整備状況・光ケーブル等のインターネット

環境及び整備費用面を合わせて考慮すると、「音声告知放送」の音声お知らせ端末を整

備し、緊急時に市民生活の安全・安心を守ることが優先課題であると確信した。 

本市は一定のインターネット環境は整備されているので、その有効な活用方途及び

財源措置を含め行政担当者と詳細研究・提案を行う。 

 

 【安達 稔】 

   豊後大野市全域にケーブルテレビ網（光ファイバーケーブルを含む）が整備され、

全世帯 16,346の 85.6％がケーブルテレビに加入されており、スタジオも設置され市

民にいち早く防災・福祉・商業や産業の振興等、情報通信網を通じて発信されている。

本市も光ファイバーケーブルが一定整備されており、ＮＴＴﾄﾞｺﾓ等企業参入等の手法

も考慮し、取り組むべきである。 

   音声告知による行政・防災情報等の伝達サービス（音声お知らせ端末による）が無

料で 95％の世帯が加入し、通常のテレビ放送を含むサービス（月額 2,600円）は未加

入世帯もある。 

   本市は防災無線等が各地域に設置されているが、内容が聞き取れないなどの苦情が

多いことを勘案すると、音声お知らせ端末による災害情報等の伝達により課題が解決

されるのではないかと考える。 

 

 【谷口喜弘】 

   宮津市の喫緊の課題である緊急時の防災行政無線による情報伝達の不備の解消に

は、音声お知らせ端末機器の各戸設置が重要である。 
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７月２５日（火） 熊本県上天草市 (面積：126.91 k㎡、人口：28,455人) 

 

視察項目 ・上天草市企業説明会について 

 

 

１ 視察目的・内容 

◎視察目的  

宮津市は過疎化・高齢化が進む中、人口流出に歯止めをかけることが最重要な行政

課題であり、その方途を検討するため各種の具体的な取り組みとして「行政が主体と

なる企業説明会」について、視察研修する。 

 

 ◎視察内容 

上天草市から、園田上天草市議会議長、水野産業政策課長、濵田産業政策係長、他

担当職員の皆様出席の下、詳細説明を受けた。 

上天草市企業説明会とは、地元業者の事業内容や業務内容・求人情報などを求職者

（新卒予定者を含む）に説明・紹介する場を設けることによって、地元事業者の雇用

確保を図り、求職者が上天草市内で雇用の場を探すときの選択範囲を拡充し、求職者

が自分に適した職種の発見を助け、地元事業者に就職することにより「Ｉターン・Ｕ

ターン」を促進しようとする取り組みである。 

 

 【これまでの経過】 

平成２４年度 第１回企業説明会 参加者 １４名 参加企業     ９社 

平成２５年度 第２回企業説明会 参加者 １４名 参加企業    １３社 

平成２６年度 第３回企業説明会 参加者  ６名 参加企業     ６社 

平成２７年度 第４回企業説明会 参加者 １３名 参加企業    １０社 

平成２８年度 第５回企業説明会 参加者 ５８名 参加企業   ２６社 

平成２９年度 第６回企業説明会 参加予定者６０名  参加予定企業 ２８社  

 

    「上天草市企業説明会」は第１回から会を重ねる   

  ごとに自主制作の参加募集チラシや会場設営及 

  び会場内の企業説明手法等に工夫されている。 

   チラシを各所に配布して周知を依頼（上天草高  

  校、市内中学校、県内大学、ハローワーク天草・   

  宇城、ジョブカフェ天草・宇城、上天草市ＨＰ・     

  広報誌に企業説明会開催のお知らせを掲載・市防 

  災無線を用いて、開催１週間前より周知）し、参 

  加希望者は原則的に自由である。 
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   会場内での企業側の説明手法に関し 

  て、参加している高校生やその他参加      

  者は「就職説明会」に来ているわけで 

なく、あくまでも企業の業務内容や事 

  業内容を知るために参加していること   

  を徹底している。 

なお、会場内では参加者は自由に企 

  業ブースを見て回りながら、興味のあ 

  る企業側の説明等を聞くというシステ 

  ムに変更して以降、参加者と企業側とのマッチングに成功していると分析しているが、 

  実際の就職状況については、就職者から本企業説明会参加者であるかの確認が困難で

あるため、就職状況データによる事業効果の検証が難しい。 

 

２ 考察・検証・成果等 

 【德本良孝】 

全国的に自治体が地元企業向けの「企業説明会」等を企画・開催しているところは

珍しい。 

その実施対象者を中学生・高校生・大学生・社会人（Ｉターン、Ｕターン希望者を

含む）とし、募集要項や就職状況についても募集要項は特になし。 

上天草市の企業に興味がある・将来又はすぐにでも上天草市での就職を考えている

方は誰でも参加が可能である。 

本事業費については、参加事業者からの参加費を徴収せず、上天草市自体の事業経

費も紙代など最小限にされている。 

宮津市の雇用状況について、事業者側からの意見として人材育成と雇用の確保等に

苦慮しているとの声を聞くので、「宮津市企業説明会」の開催などを検討し、本市の雇

用状況改善に取り組むことが必要と考えるので、財源措置を含め行政担当者と詳細研

究・提案を行う。 

 

 【安達 稔】 

   行政が主催する「企業説明会」は全国的に珍しい事業であり関心を持って詳細につ

いて検証を試みた。 

   年々、参加者・参加企業が増えていることは、行政の取り組み、特に担当課（産業

政策課）の職員が情熱を持って企業訪問及び学校関係者にも理解を求め、周知の徹底

等に取り組まれている賜物であり、本市にとって充分参考にすべき点である。 

   そして、行政が主催であることが参加企業・参加者及び保護者の信用を得ることに

つながっていると考える。本市においても検討すべきである。 

  

 【谷口喜弘】 

   宮津市の雇用状況を考えると、上天草市の取り組みである「上天草市企業説明会」

は宮津市内企業の業務内容や事業内容を多くの市民に理解してもらうために、ぜひと

も具体的に取り組むべきと考える。 
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   あくまでも就職面接会ではなく地元企業説明会ということで気軽に参加でき、地元

に残ろうと考える人々にとって、地元企業の情報を気軽に手に入れることのできる機

会として有意義と考える。 
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７月２５日（火） 熊本県産業技術センター 

 

視察項目 ・「ＣＡＳ機能付き急速冷凍」施設と運用等について 

 

 

１ 視察目的・内容 

◎視察目的  

宮津市は、商品価値の高い魚介類を含む海産物や有名な土産等多くの人気食品類が

あり、いずれも鮮度や賞味期限の関係で大都市圏への消費拡大に向かないなどの問題

を抱えている。 

そこで「ＣＡＳ機能付き急速冷凍」技術により鮮度等、時間的な制限に対する課題

解決を図るために視察研修する。 

 

 ◎視察内容 

熊本県産業技術センターから、水上農学博士・食品加工技術室長、他担当職員の出

席の下で詳細説明を受けた。 

「ＣＡＳ機能付急速冷凍庫」は、平成２２年度に（㈱アビー製・ＣＡＳ機能付き）

冷凍食品の加工器として加工食品、精肉、鮮魚等の急速冷凍時における食味・食品形

態等について検証・実験するために整備された。 

 
【ＣＡＳ機能付急速冷凍庫】 

 

平成２３年度～２７年度の間、各種の食品について「ＣＡＳ機能付急速冷凍庫」に

よる、検証・実験が実施された。 

 

「ＣＡＳ機能付急速冷凍庫試験結果」 

ＣＡＳ順位 品目 
評価点数 

官能試験人数 
ＣＡＳ 緩慢 

１ オクラ １００ ７９ ６ 

２ カレー ９４ ８４ ８ 
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３ たたきゴボウ ８２ ７７ １４ 

４ デコポン 80.4 59.4 ８ 

５ アサリの酒蒸し ７９ ７４ １２ 

６ ミョウガ ７８ ４８ ５ 

７ ふろふき大根 ７５ ６７ １１ 

８ 肉じゃが ７５ ７５ ９ 

９ 牛乳 ７４ ６８ １６ 

１０ きんぴらゴボウ ７３ ７０ ２０ 

１１ ピーマン ７３ 60.5 ６ 

１２ 大学レンコン ７３ ６４ １２ 

１３ かぼちゃの天ぷら ７３ ６５ １５ 

１４ 叩きレンコン ７０ ６４ １０ 

１５ ごぼうサラダ ６４ ７０ １７ 

１６ とうもろこし 62.5 ６４ １１ 

１７ じゃがバター ６０ ７３ １５ 

１８ かぼちゃサラダ ５４ ４２ １４ 

１９ かぼちゃ照り焼き ４６ ４７ １４ 

２０ かぼちゃの冷やし鉢 ４２ ６３ １８ 

  評価方法：ＣＡＳ機能付急速冷凍庫使用、緩慢式冷凍庫（－２０度の普通フリーザー）

使用による凍結・解凍後に各官能検査を実施した。 

 

   上記、表中の評価点は『味、食感、香り、見た目』の４つのカテゴリーに分類して 

  ○は良い２点  △は普通１点  ×は悪い点０ 以上の評価をした。 

   計算式：評価された点数 / 満点（味、食感、香り、見た目）×100＝ポイント数 

 

  以上のような結果となったが、熊本県産業技術センターの水上農学博士・食品加工技

術室長の説明によると、ＣＡＳ機能付急速冷凍庫使用、緩慢式冷凍庫（－20度の普通フ

リーザー）使用による凍結・解凍後に各官能検査を実施した検査該当商品群は主に農産

物、もしくはその加工品であり、明らかなＣＡＳ機能による「細胞の非破壊機能」の優

位性を証明できなかった。そのために現在熊本県内においては緩慢式冷凍庫（－20度の

普通フリーザー）を整備する企業が大勢を占めている。 

しかし「生の肉類」や「生鮮魚介類」であれば評価は違ったものになったかもしれな

いとの説明を受けた。 

 

２ 考察・検証・成果等 

 【德本良孝】 

熊本県産業技術センターの施設は、現在、被災県内企業の『創造的復興』を全力で

お手伝いすることを合言葉に 100名以上の技術者・職員が在職されている。 

ＣＡＳ機能付急速冷凍庫、緩慢式冷凍庫他、主な機器類は「真空凍結乾燥（フリー

ズドドライ）システム、３Ｄプリンター、高速スピンドル、高圧蒸気滅菌器、高圧電
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源装置、電位差自動滴定装置」など、熊本県内最高水準で大学や一流企業との実験及

び共同研究を実施するなど産業技術の企業移転などに努められていて、非常に参考に

なった。 

宮津市や周辺市町は、商品価値の高い魚介類を含む海産物や有名な土産等多くの人

気食品類があり、いずれも鮮度や賞味期限の問題を抱えていたが、今後はＣＡＳ機能

による「細胞の非破壊機能」の優位性を活かした企業展開と行政支援のあり方につい

て具体的に進める必要がある。 

 

 【安達 稔】 

    ＣＡＳ機能付急速冷凍施設とその運用については、今後、本市はもとより近隣市と

共に水産業には画期的なＣＡＳ機能を取り入れた企業形態を模索する必要があると

考える。 

   しかし、設備費用等を含め多額の費用が見込まれるため商品のコストアップが大き

な懸念材料であることから、今後研究が必要であると考えるが、財源や費用負担を勘

案すると京都府の援助が必要と考える。 

 

 【谷口喜弘】 

    宮津市及び近隣市町の状況からＣＡＳ機能付急速冷凍施設の必要性については論

を待たないが、水産関連業者・名産品及び物産製造販売業者の主体的な動きと行政の

支援体制構築の重要性を改めて確認した。 

   熊本県と違い、農産物よりも新鮮な魚介類を対象とし、「細胞の非破壊機能」を十

分に生かした企業支援の方途を考える。 

   

 

 

 



 10 

７月２６日（水） 道の駅 清和文楽邑  

 

視察項目 ・物販機能と集客施設等の整備について 

 

 

１ 視察目的・内容 

◎視察目的  

宮津市は浜町地区に道の駅を整備し､観光交流センター・物販・飲食施設等の総合的

な「道の駅」機能の充実を図ろうとしているが､「集客」機能について拡充する必要が

あると考え､当該施設整備方針と運用等について視察する。 

 

 ◎視察内容 

『道の駅 清和文楽邑』は､熊本県上益城郡山都町大平 152番地にあり､施設概要は以

下のとおりである。 

 

   駐車場 ： 普通車・61台  大型車・４台  身障者用・３台 

   トイレ ： 男性用・大便器７器（２器） 小便器 13器（３器） 

       ： 女性用・15器（４器） 注、（ ）24時間使用可 

   公衆電話 

   公衆 FAX 

   レストラン「四季のふるさと」 

   物産館「四季のふるさと」 

   文楽劇場「清和文楽館」 

 

 【道の駅 清和文楽邑】 

 施設全体としては､県内産の木材

を多用し、デザインとしては三日月

のような楕円の弧をイメージした建

物となっている。 
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【清和物産館・四季のふるさと】 

 物販コーナーは、地元産品を中心

とした商品構成となっていたが､商

品展示スペースの幅員が狭く、一度

に多くの来客があった時に混雑しそ

うである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【レストラン・四季のふるさと】 

 飲食コーナーは、両面ガラス張り

のために明るく、また周辺の良好な

景観を楽しみながらの食事ができそ

うである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【清和文楽館】 

 くまもとアートポリス参加プロジ

ェクト。設計者が騎馬戦を現代的イ

メージで再現したとされる舞台棟客

席の天井。 

タニシをイメージしたという円形

の展示室棟が印象的な建物である。 
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２ 考察・検証・成果等 

 【德本良孝】 

 「道の駅 清和文楽邑」は、全国的にも珍しい古典芸能施設と、いわゆる「道の駅

機能」が併設された施設で、今後の本市の「道の駅」に付加機能として何が必要かを

考えるヒントとなった。 

 

 【安達 稔】 

   道路交通網等の事情により（地震のため不通箇所が多くある）、残念ながら視察時

間が短時間であったため、文楽館の館内及び開催状況がわからず残念であった。 

   しかし、関係者から聞き取り調査をした結果は「文楽」の開催日には、多くのお客

様が「道の駅」も利用され、賑わいがあるとのことであった。 

 

 【谷口喜弘】 

   「道の駅 清和文楽邑」は古くからの歴史的背景を持つ「清和文楽」を集客の中心と

して施設全体を整備してある。 

    宮津市の「道の駅」は、駐車場及びトイレ等の施設整備状況に比べて飲食・物販部

分については、不十分との指摘があった。 

現在補充の施設整備により利用者の評価は良くなると考えるが、今後は、「日本三

景・天橋立」以外にも観光・集客を見込める施設や仕組みについて検討することが重

要である。 

 

 


